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多々ありますが、裸の

の保育活動や家庭でも

物画を描く機会は日々

されました。着衣の人

語教示の有効性が示唆

児達は、学校に慣れたでしょう

して頑張っている昨年度の卒園

した。新１年生と

約１か月が経ちま

式から早いもので

ございます。卒園

ご卒園おめでとう

か。保育園に隣接している学童

身体画を描くことに

知にとどまらず、体の構造

陰ながら子ども達の様子を観察

クラブに通う子が数名いるので、

よって、身体部位の認

やその働きを理解する動機

感じるために、自分を小さ

自身を弱小で無意味な者に

に左右されます。特に自分

どのようにみているかなど

ていること、他人が自分を

徴、自分自身について感じ

園と違って倍近くの年齢差があ
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ろで、利用される方も増えてきて

護者に代わって保育を行うとこ

対し、放課後や長期休暇中に保

が家庭にいない小学生の児童に

労働等の事情により昼間保護者

しています▼学童クラブとは、

く描く場合があります。幼

様々なことを教えてもらえるよ

ります。勉強、
スポーツ、
遊び等々、

うです。早くお兄さんやお姉さ

児にとって絵を描くこと

のものを反映させたこころ

と思います▼小学校と違い、学

ん、同級生と仲良くなって欲しい

童は家庭的な雰囲気のなかで生

の記録でもあります。身体

受け止めてあげたいもので

活しますので、ちょうど小学校と

きたいと思います。︵Ｎ・Ｙ︶

学童と協力し、連携を高めてい

にできるよう、保育園、小学校、

までの生活環境をより良いもの

しれません。幼少期から学童期

近いものが学童にはあるのかも

うもいきません。その昔の感覚と

した。ですが、現在はなかなかそ

がいて、
一緒に遊んでくれていま

は、近所のお兄さんやお姉さん

ら直接聞くことができます▼昔

ができますし、指導員の先生か

り取り、交友関係など見ること

見つからない限り、学童内でのや

す。その点学童では、子ども達に

のやり取りが多くなると思いま

子や交友関係など、連絡帳のみ

学校から、日々の学校生活の様

遊ぶことが増えるようです▼小

はないので、同級生 、同世代と

うか。
一つの保育園卒児ばかりで

ご家庭の中間みたいな所でしょ

す。

画に現れたこころの表現を

は、感情表現であり生活そ

また身体像は個人的な特

づけにもなるでしょう。
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続きは、お買い求めいただきご購読下さい。
お問い合わせは、保育所(園)または長崎県保育協会までお願い致します。

■ つれづれ
園長先生等のリレー式コラムです。保育に対する思いや考えなどを文章にしています。

■ 保育のひろば
● 地域との交流
各保育園の近隣の交流状況など画像を添えて紹介します。
● ランチタイム
給食やおやつ、食育等の取り組みを情報提供致します。
● 保育園めぐり
県下の保育園を地区別に順番で紹介しています。

■ すこやかなそだち
保育の専門家が、プロの視点で子育てに関する様々なテーマに基づいて書き下ろす
連載コーナーです。

■ 読者のひろば
子育ての思いやエピソードなど地区別の保護者に書いていただくコーナーです。

■ であい
保育士に保育に対する質問を投げかけそれに答えるコーナーです。

■ ＺＯＯ夢イン

家族のお出かけスポット情報

編集部一押しの地元のお出かけ情報です。家族向きのお出かけに参考になります。

■ つぶやき
■ わんぱく写真館
子ども達の日頃の保育園における活発な活動の写真を掲載しています。

■ え？！絵本
子ども向けのおすすめ絵本です。わかりやすく解説しています。

